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1 喜久 さいたま市岩槻区末田２４２４－３ 有限会社喜久商事　取締役　中野　喜久一 令和2年11月6日 令和9年1月31日 第1-1530号 ソース類製造業

2 みずほ漬物 さいたま市桜区在家１７８ 048-854-7246 山下　明子 令和2年11月26日 令和8年11月30日 第1-774号 つけ物製造業

3 Ｓｏｂａ－ｙａ　製麺所 さいたま市桜区田島６－４－１　　２Ｆ 株式会社エナジー　代表取締役　村田　光司 令和2年11月26日 令和8年11月30日 第1-1657号 めん類製造業

4 ステゴ　デリカ さいたま市浦和区岸町１－１５－２ 株式会社桜左官工芸　代表取締役　山口　展弘 令和2年11月30日 令和9年2月28日 第1-1305号 飲食店営業

5 葵屋 さいたま市浦和区高砂１－１３－１２　　ＭＩＲＩスクエアビルＢ１Ｆ 048-711-4841 株式会社サンクワーク　代表取締役　勝又　結人 令和2年11月17日 令和9年2月28日 第1-1570号 飲食店営業

6 スローモーション さいたま市浦和区高砂１－８－１１　　２Ｆ 遠井　祐樹 令和2年11月18日 令和9年2月28日 第1-1550号 飲食店営業

7 スターバックス コーヒー 浦和西口店 さいたま市浦和区高砂２－５－１　　ＫＯＭＯＮ スターバックスコーヒージャパン株式会社　代表取締役　水口　貴文 令和2年11月19日 令和9年2月28日 第1-1422号 飲食店営業

8 江戸前がってん寿司　浦和西口店 さいたま市浦和区高砂２－６－１３ 株式会社ジーエスアール　代表取締役　久志本　京子 令和2年11月18日 令和9年2月28日 第1-1580号 飲食店営業

9 セブンイレブン浦和駅西口店 さいたま市浦和区高砂２－６－９ 048-834-0474 蓮村　慶 令和2年11月18日 令和9年2月28日 第1-1549号 飲食店営業

10 勇吉　北浦和店 さいたま市浦和区常盤９－２０－８ 株式会社セカンドアロー　代表取締役　大須賀　伸博 令和2年11月25日 令和9年2月28日 第1-1614号 飲食店営業

11 〇屋 さいたま市浦和区針ケ谷４－５－１０ 梶　佑樹 令和2年11月24日 令和9年2月28日 第1-1429号 飲食店営業

12 生らむ　じんぎすかん　十勝平野　浦和店 さいたま市浦和区仲町２－６－３ 株式会社武笠総合ハウジング　代表取締役　武笠　智 令和2年11月11日 令和9年2月28日 第1-1371号 飲食店営業

13 ｔａｍａｇｏ　ｂｏｙ さいたま市浦和区本太５－２６－１７ 水越　祐治 令和2年11月18日 令和9年2月28日 第1-1332号 飲食店営業

14 ローソンさいたま岩槻大口店 さいたま市岩槻区大口３５２－１ 048-720-8388 株式会社フォレックス　代表取締役　大津　輝生 令和2年11月20日 令和9年1月31日 第1-1640号 飲食店営業

15 台所屋がぶり さいたま市岩槻区本町２－１－３８ 株式会社Ｈ．Ｉ．Ｔ．Ｏ　代表取締役　斎藤　哲也 令和2年11月25日 令和9年1月31日 第1-1647号 飲食店営業

16 二八そば砂場 さいたま市見沼区南中野４６８－１０ 048-684-2497 髙橋　雪江 令和2年11月12日 令和9年1月31日 第1-1425号 飲食店営業

17 株式会社セント さいたま市見沼区蓮沼５１６－３ 株式会社セント　代表取締役　高原　伸広 令和2年11月25日 令和9年1月31日 第1-1562号 飲食店営業

18 がってん食堂　大島屋　浦和西堀店 さいたま市桜区西堀９－８－５ 048-795-4885 株式会社ジーエスアール　代表取締役　久志本　京子 令和2年11月20日 令和8年11月30日 第1-1578号 飲食店営業

19 Ｓｏｂａ－ｙａ　榛名 さいたま市桜区田島５－１０－５　　土屋第５ビル１０７号 株式会社エナジー　代表取締役　村田　光司 令和2年11月26日 令和8年11月30日 第1-1658号 飲食店営業

20 お食事処　あおい さいたま市西区佐知川１２９４－１ 馬橋　甫子 令和2年11月27日 令和7年11月30日 第1-1649号 飲食店営業

21 鶏笑　西大宮店 さいたま市西区清河寺１２４４－１ 株式会社美遊　代表取締役　髙橋　広樹 令和2年11月24日 令和8年11月30日 第1-1582号 飲食店営業

22 ローソンさいたま西遊馬店 さいたま市西区西遊馬３４５－１ 有限会社イナックス　代表取締役　高橋　敏明 令和2年11月6日 令和8年11月30日 第1-1472号 飲食店営業

23 手揉み中華そば　中村 さいたま市大宮区下町１－３０－３ 株式会社狼煙　代表取締役　中村　幸司 令和2年11月9日 令和9年2月28日 第1-1515号 飲食店営業

24 Ｃｈｉｌｌｏｏｍ さいたま市大宮区下町１－５－１　　第２マルハチビル２０２ 武末　啓幹 令和2年11月25日 令和9年2月28日 第1-1615号 飲食店営業

25 ゴーストレストランさいたま新都心 さいたま市大宮区吉敷町４－２６２－１８　　さいたま新都心東口ビル１階 株式会社アスラボ　代表取締役　片岡　義隆 令和2年11月25日 令和9年2月28日 第1-1601号 飲食店営業

26 スターバックス コーヒー さいたま新都心 コクーンシティ コクーン１ さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－１　　コクーンシティ　コクーン１ スターバックスコーヒージャパン株式会社　代表取締役　水口　貴文 令和2年11月24日 令和9年2月28日 第1-1423号 飲食店営業

27 ピッコロ さいたま市大宮区宮町１－３４－２　　クリキビル３Ｆ 菱屋会館株式会社　代表取締役　栗原　國起 令和2年11月19日 令和8年2月28日 第1-1502号 飲食店営業

28 鳥楽 さいたま市大宮区宮町１－５４　　小林ビル２Ｆ 04-8779-8518 東際株式会社　代表取締役　呉　小寧 令和2年11月10日 令和9年2月28日 第1-1531号 飲食店営業

29 やよい軒　大宮大栄橋店 さいたま市大宮区宮町３－１－７ 株式会社プレナス　代表取締役　塩井　辰男 令和2年11月30日 令和9年2月28日 第1-1618号 飲食店営業

30 ＤＡＲＴＳ　＆　ＫＡＲＡＯＫＥ　ＢＡＲ　ｔａｋｅ２ さいたま市大宮区桜木町２－１６１－２　　大宮ＹＫビル２Ｆ 048-783-5884 株式会社ＬＩＥＮ　代表取締役　秦　宏幸 令和2年11月25日 令和9年2月28日 第1-1654号 飲食店営業

31 中華食堂、　香味源 さいたま市大宮区寿能町１－１２１－３ 尹　宝 令和2年11月6日 令和9年2月28日 第1-1528号 飲食店営業

32 海宴／美ッ藏　大宮店 さいたま市大宮区大門町１－１ 株式会社マイクロエージェンシー　代表取締役　佐藤　将 令和2年11月18日 令和9年2月28日 第1-1424号 飲食店営業

33 焼肉ライク　大宮東口店 さいたま市大宮区大門町１－１９－１１　　ＡＲＣＨＥ　Ｃｕｂｅ１ 株式会社バッファローフードサービス　代表取締役　町田　明 令和2年11月24日 令和9年2月28日 第1-1586号 飲食店営業

34 江戸前がってん寿司　大宮東口店 さいたま市大宮区大門町１－２　　オスカービル１Ｆ 048-658-0777 株式会社ジーエスアール　代表取締役　久志本　京子 令和2年11月18日 令和9年2月28日 第1-1577号 飲食店営業

35 ティ．ティ．クッチーナ さいたま市大宮区大門町３－５９－２　　小沢第二ビル　１Ｆ 有限会社ヨシビ　代表取締役　戸邉　誠 令和2年11月9日 令和9年2月28日 第1-1523号 飲食店営業

36 圭 さいたま市大宮区仲町１－１０８－９　　東通ビル１階Ｂ－１ 生華株式会社　代表取締役　ツァオ・ウエン 令和2年11月18日 令和9年2月28日 第1-1529号 飲食店営業

37 ＨＩＫＡＷＡ　ＹＡＭＡＳＨＯＵ さいたま市大宮区仲町１－１１４　　１Ｆ 株式会社基　代表取締役　上向　剛志 令和2年11月18日 令和9年2月28日 第1-1600号 飲食店営業

38 翼 さいたま市大宮区仲町１－１１４－２　　仲町ビル１階 宇佐美　恵子 令和2年11月2日 令和9年2月28日 第1-1383号 飲食店営業

39 ｍｉｍｉ さいたま市大宮区仲町１－５０　　福田産業ビル２階２０１号室 048-644-4656 合同会社西脇　代表社員　西脇　知聖 令和2年11月18日 令和9年2月28日 第1-1581号 飲食店営業

40 Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔ さいたま市大宮区仲町２－５４　　ＭＧビル４階Ｂ号 楊　桂琴 令和2年11月10日 令和8年2月28日 第1-1536号 飲食店営業

営業許可施設（令和02年11月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　
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営業許可施設（令和02年11月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　

41 楽園 さいたま市大宮区天沼町１－６０５－６ 林　碧玉（露口　真由美） 令和2年11月5日 令和8年2月28日 第1-2210号 飲食店営業

42 伊勢新 さいたま市大宮区東町１－４１ 令和2年11月24日 令和9年2月28日 第1-1630号 飲食店営業

43 ローソンさいたま辻五丁目 さいたま市南区辻５－８－１８ 株式会社ローソン　代表取締役　竹増　貞信 令和2年11月18日 令和9年1月31日 第1-1388号 飲食店営業

44 ＡＳＨＡ さいたま市南区南浦和２－１２－１９　　１Ｆ ＡＳＨＡ合同会社　代表社員　シャルマ・スミット 令和2年11月26日 令和9年1月31日 第1-1677号 飲食店営業

45 銀座スエヒロ　南浦和店 さいたま市南区南浦和２－４１－７ 048-882-2267 王　岩 令和2年11月6日 令和9年1月31日 第1-1514号 飲食店営業

46 インドカレー　Ｔｉｍｅ さいたま市南区文蔵２－３－５ 048-711-6971 株式会社Ｄｏコーポレーション　代表取締役　新井　右佐 令和2年11月6日 令和9年1月31日 第1-1443号 飲食店営業

47 ぢどり亭武蔵浦和店 さいたま市南区別所７－９－１ 株式会社５１５０　代表取締役　千葉　行 令和2年11月2日 令和9年1月31日 第1-1513号 飲食店営業

48 がってん食堂大島屋　吉野町店 さいたま市北区吉野町１－１０－１ 048-660-5555 株式会社ジーエスアール　代表取締役　久志本　京子 令和2年11月16日 令和8年11月30日 第1-1579号 飲食店営業

49 恵海水産株式会社 さいたま市北区吉野町２－２２６－１ 恵海水産株式会社　代表取締役　杉﨑　裕一 令和2年11月24日 令和8年11月30日 第1-1628号 飲食店営業

50 株式会社イトーヨーカ堂　大宮宮原店ポッポ さいたま市北区宮原町１－８５４－１ 048-654-3111 株式会社イトーヨーカ堂　代表取締役　三枝　富博 令和2年11月5日 令和8年11月30日 第1-1178号 飲食店営業

51 炭火焼鳥とさか　宮原店 さいたま市北区宮原町３－３６１－１ 株式会社登坂　代表取締役　川畑　豊 令和2年11月17日 令和8年11月30日 第1-1521号 飲食店営業

52 韓国屋台＆ｃａｆｅ　Ａｇｉｊａｇｉ さいたま市北区東大成町２－６８５　　ドン・キホーテ大宮店 ＳＳＪ株式会社　代表取締役　成　秀才 令和2年11月6日 令和8年11月30日 第1-1370号 飲食店営業

53 まごころｋｉｔｃｈｅｎ　ととちゃん さいたま市北区日進町２－７９６ 中村　仁美 令和2年11月20日 令和8年11月30日 第1-1612号 飲食店営業

54 さいたま市北区盆栽町９１－２ 048-707-5031 長内　由華子 令和2年11月24日 令和7年11月30日 第1-1375号 飲食店営業

55 ローソン大門小入口店 さいたま市緑区大門１３６８－１ Ｉｔｏ　Ｆａｓｔ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ株式会社　代表取締役　伊東　秀城 令和2年11月20日 令和9年1月31日 第1-1561号 飲食店営業

56 なかや さいたま市緑区中尾２７０－５ 中家　春夫 令和2年11月26日 令和9年1月31日 第1-1289号 飲食店営業

57 銀のさら　東浦和店 さいたま市緑区東浦和５－１０－１４　　パークシティ東浦和１Ｆ 株式会社きらく　代表取締役　簗瀬　直樹 令和2年11月10日 令和9年1月31日 第1-1339号 飲食店営業

58 コメダ珈琲店イオンモール浦和美園店 さいたま市緑区美園５－５０－１　　イオンモール浦和美園　専門店街 株式会社グローバルノースジャパン　代表取締役　松宮　隆治 令和2年11月9日 令和9年1月31日 第1-1330号 飲食店営業

59 株式会社ルミネ　大宮店　ルミネ２－１Ｆ店外厨房５ さいたま市大宮区錦町６３０ 株式会社ルミネ　代表取締役　森本　雄司 令和2年11月12日 令和9年2月28日 第1-1522号 菓子製造業

60 株式会社イトーヨーカ堂　大宮宮原店ポッポ さいたま市北区宮原町１－８５４－１ 株式会社イトーヨーカ堂　代表取締役　三枝　富博 令和2年11月5日 令和8年11月30日 第1-1178号 菓子製造業

61 ＭＯＣＨＩ　ＭＯＣＨＩ さいたま市緑区中尾３７０－１　　シグマプラザことぶき中尾店２Ｆ ＴＯＵＭＩ有限会社　代表取締役　鄭　美穂 令和2年11月13日 令和9年1月31日 第1-1441号 菓子製造業

62 ミライズ　カフェ さいたま市浦和区領家５－１５－１７　　浦和住宅展示場Ｍｉｒａｉｚｕ内インフォメーションセンター 株式会社ファジー・アド・オフィス　代表取締役　梶谷　文明 令和2年11月6日 令和9年2月28日 第1-1392号 喫茶店営業

63 セブンイレブン浦和駅西口店 さいたま市浦和区高砂２－６－９ 蓮村　慶 令和2年11月18日 令和9年2月28日 第1-1549号 魚介類販売業

64 ローソンさいたま岩槻大口店 さいたま市岩槻区大口３５２－１ 048-720-8388 株式会社フォレックス　代表取締役　大津　輝生 令和2年11月20日 令和9年1月31日 第1-1640号 魚介類販売業

65 ローソンさいたま西遊馬店 さいたま市西区西遊馬３４５－１ 有限会社イナックス　代表取締役　高橋　敏明 令和2年11月6日 令和8年11月30日 第1-1472号 魚介類販売業

66 ローソンさいたま辻五丁目 さいたま市南区辻５－８－１８ 048-864-3727 株式会社ローソン　代表取締役　竹増　貞信 令和2年11月18日 令和9年1月31日 第1-1388号 魚介類販売業

67 ローソン大門小入口店 さいたま市緑区大門１３６８－１ 048-812-3955 Ｉｔｏ　Ｆａｓｔ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ株式会社　代表取締役　伊東　秀城 令和2年11月20日 令和9年1月31日 第1-1561号 魚介類販売業

68 有限会社中川商店 さいたま市北区本郷町１３４０－１ 有限会社中川商店　代表取締役　金子　勝一郎 令和2年11月12日 令和8年11月30日 第1-1432号 食肉処理業

69 セブンイレブン浦和駅西口店 さいたま市浦和区高砂２－６－９ 048-834-0474 蓮村　慶 令和2年11月18日 令和9年2月28日 第1-1549号 食肉販売業

70 ローソンさいたま岩槻大口店 さいたま市岩槻区大口３５２－１ 株式会社フォレックス　代表取締役　大津　輝生 令和2年11月20日 令和9年1月31日 第1-1640号 食肉販売業

71 ローソンさいたま西遊馬店 さいたま市西区西遊馬３４５－１ 048-783-3760 有限会社イナックス　代表取締役　高橋　敏明 令和2年11月6日 令和8年11月30日 第1-1472号 食肉販売業

72 ローソンさいたま辻五丁目 さいたま市南区辻５－８－１８ 048-864-3727 株式会社ローソン　代表取締役　竹増　貞信 令和2年11月18日 令和9年1月31日 第1-1388号 食肉販売業

73 有限会社中川商店 さいたま市北区本郷町１３４０－１ 048-666-3099 有限会社中川商店　代表取締役　金子　勝一郎 令和2年11月12日 令和8年11月30日 第1-1432号 食肉販売業

74 ローソン大門小入口店 さいたま市緑区大門１３６８－１ Ｉｔｏ　Ｆａｓｔ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ株式会社　代表取締役　伊東　秀城 令和2年11月20日 令和9年1月31日 第1-1561号 食肉販売業

75 スターバックス コーヒー 浦和西口店 さいたま市浦和区高砂２－５－１　　ＫＯＭＯＮ 048-762-7000 スターバックスコーヒージャパン株式会社　代表取締役　水口　貴文 令和2年11月19日 令和9年2月28日 第1-1422号 食料品販売業

76 セブンイレブン浦和駅西口店 さいたま市浦和区高砂２－６－９ 蓮村　慶 令和2年11月18日 令和9年2月28日 第1-1549号 食料品販売業

77 ｍｉｎｄｅｕｌｌｅ さいたま市浦和区東高砂町１１－１ 株式会社ボンドール　代表取締役　増田　康 令和2年11月26日 令和9年2月28日 第1-1461号 食料品販売業

78 マミーズ・アン・スリール さいたま市浦和区東高砂町１１－１　　浦和パルコ１Ｆ 有限会社マミーズ　代表取締役　横川　美枝子 令和2年11月18日 令和9年2月28日 第1-1501号 食料品販売業

79 ローソンさいたま岩槻大口店 さいたま市岩槻区大口３５２－１ 048-720-8388 株式会社フォレックス　代表取締役　大津　輝生 令和2年11月20日 令和9年1月31日 第1-1640号 食料品販売業

80 新川岸商店 さいたま市岩槻区美園東３－１－１ 048-798-0039 菊地　義浩 令和2年11月9日 令和9年1月31日 第1-1503号 食料品販売業
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営業許可施設（令和02年11月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　

81 堀川商店 さいたま市桜区桜田３－３－１ 堀川　洋一 令和2年11月19日 令和8年11月30日 第1-1625号 食料品販売業

82 ローソンさいたま西遊馬店 さいたま市西区西遊馬３４５－１ 048-783-3760 有限会社イナックス　代表取締役　高橋　敏明 令和2年11月6日 令和8年11月30日 第1-1472号 食料品販売業

83 スターバックス コーヒー さいたま新都心 コクーンシティ コクーン１ さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－１　　コクーンシティ　コクーン１ 048-711-5991 スターバックスコーヒージャパン株式会社　代表取締役　水口　貴文 令和2年11月24日 令和9年2月28日 第1-1423号 食料品販売業

84 サイバイマン さいたま市大宮区上小町１２１９－４ 兒玉　徳道 令和2年11月2日 令和9年2月28日 第1-1471号 食料品販売業

85 ローソンさいたま辻五丁目 さいたま市南区辻５－８－１８ 048-864-3727 株式会社ローソン　代表取締役　竹増　貞信 令和2年11月18日 令和9年1月31日 第1-1388号 食料品販売業

86 マーレ　北の家族 さいたま市南区白幡５－１９－１９　　武蔵浦和駅ビル　マーレ１Ｆ 048-710-7900 株式会社パートナーズダイニング　代表取締役　中村　英樹 令和2年11月27日 令和9年1月31日 第1-1705号 食料品販売業

87 ローソン大門小入口店 さいたま市緑区大門１３６８－１ Ｉｔｏ　Ｆａｓｔ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ株式会社　代表取締役　伊東　秀城 令和2年11月20日 令和9年1月31日 第1-1561号 食料品販売業

88 株式会社セント さいたま市見沼区蓮沼５１６－３ 株式会社セント　代表取締役　高原　伸広 令和2年11月25日 令和9年1月31日 第1-1562号 総菜製造業

89 桜田キッチン さいたま市桜区桜田３－８－１４　　コーポ桜田 株式会社ノースコーポレーション　代表取締役　北　康信 令和2年11月20日 令和8年11月30日 第1-1602号 総菜製造業

90 株式会社ＳＨＩＮＯＤＡ　ＦＯＯＤＳ さいたま市桜区西堀９－１４－５ 03-6458-1926 株式会社ＳＨＩＮＯＤＡ　ＦＯＯＤＳ　代表取締役　生田　益雄 令和2年11月12日 令和8年11月30日 第1-1507号 総菜製造業

91 Ｇｏｌｄｅｎ　Ｃｈｅｅｓｅ さいたま市北区植竹町１－７７２－２　　コーエー植竹ビル３Ｆ 048-729-6536 株式会社ＪＯＹＮＴ　ＬＩＦＥ　代表取締役　本山　喬也 令和2年11月11日 令和8年11月30日 第1-1464号 総菜製造業

92 セブンイレブン浦和駅西口店 さいたま市浦和区高砂２－６－９ 蓮村　慶 令和2年11月18日 令和9年2月28日 第1-1549号 乳類販売業

93 ローソンさいたま岩槻大口店 さいたま市岩槻区大口３５２－１ 048-720-8388 株式会社フォレックス　代表取締役　大津　輝生 令和2年11月20日 令和9年1月31日 第1-1640号 乳類販売業

94 新川岸商店 さいたま市岩槻区美園東３－１－１ 048-798-0039 菊地　義浩 令和2年11月9日 令和9年1月31日 第1-1503号 乳類販売業

95 ローソンさいたま西遊馬店 さいたま市西区西遊馬３４５－１ 有限会社イナックス　代表取締役　高橋　敏明 令和2年11月6日 令和8年11月30日 第1-1472号 乳類販売業

96 ローソンさいたま辻五丁目 さいたま市南区辻５－８－１８ 株式会社ローソン　代表取締役　竹増　貞信 令和2年11月18日 令和9年1月31日 第1-1388号 乳類販売業

97 ローソン大門小入口店 さいたま市緑区大門１３６８－１ 048-812-3955 Ｉｔｏ　Ｆａｓｔ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ株式会社　代表取締役　伊東　秀城 令和2年11月20日 令和9年1月31日 第1-1561号 乳類販売業
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